
第３６回

あじさいカップテニストーナメント
［中学生の部（２８回）シングルステニストーナメント］

試合結果報告

● 日 時 ●

２０２２年 予選・本戦 ６月１８日 （土） ８：３０試合開始
残り試合 ６月２５日 （日） ８：３０試合開始

予備日 ７月２日・７月１７日 ８：３０試合開始

● 会 場 ●

淵野辺公園テニスコート

相模原弥栄高等学校テニスコート（７月１７日のみ）

主 催 ： 相 模 原 市 テ ニ ス 協 会

後 援 ： 公益財団法人 相模原市スポーツ協会



第３６回あじさいカップテニストーナメント中学生の部（２８回）

令和４年６月１８日（土）） 淵野辺公園テニスコート

本戦トーナメント

【 男 子 本 戦 】 【 女 子 本 戦 】

１．加藤 雄大 ( Sanyu) 62 63 池谷茉莉子 ( 東海大相模)．１

２．數田 蒼士 (上 溝） 63 60 金子 結禾 ( 東海大相模)．２

３．礒田 忠勝 (ラック ) 陶延 舞衣 ( キャンプ＊)．３

４．佐野 涼雅 ( Sanyu) 64 62 芦田 茉優 (コロナ )．４

優勝

加藤 雄大 ( Sanyu) 池谷茉莉子 ( 東海大相模)
（かとう ゆうた） （いけや まりこ）

準優勝

佐野 涼雅 ( Sanyu) 陶延 舞衣 ( キャンプ＊)

第三位

數田 蒼士 (上 溝） 金子 結禾 ( 東海大相模)

第三位

礒田 忠勝 (ラック ) 芦田 茉優 (コロナ )



男子予選ドロー表 ①～④ブロック

１．和久井大成(東海大相模) 吉田 悠人(相模原中等)．１
62 60

２．白石 蒼翔(相模原中等) 日野 和真(共 和)．２
61

３．山本 陽公(ラック ＊) 60 63 60 安田 敦哉(東海大相模)．３

４．水越 煌斗(八王子実践) 60 60 佐野 功弥(東海大相模)．４

５．関口 侑希(東海大相模) 佐川 航介(コロナ＊)．５

６．金子 翔 (弥 栄) 60 63 佐藤 琥珀(東海大相模)．６

７．山内 雅彦(東海大相模) 61 61 小鹿誠ノ介(相模原中等)．７
１ ３

８．植木 そら(相模原中等) 63 60 62 森 駿一朗(東海大相模)．８
61 61

９．杉浦 朋希(東海大相模) 上松 和貴(谷 口)．９

10．宮城 翔 (コロナ＊) wo 礒田 忠勝(ラック ＊ )． 10

11．陰山 透湖(東海大相模) 64 61 61 60 椙山 慧大(相模原中等)． 11

12．小森 暁斗(相模原中等) 両角 藍 (東海大相模)． 12

13．加藤 雄大(Sanyu ) 60 62 山口 侑馬(グリーン＊ )． 13

１．荒木 一仁(ラック ＊) def 曾根 涼介(コロナ＊)．１
63

２．高橋 桜祐(東海大相模) 青木 空翔(大野北)．２
60

３．加藤 颯 (コロナ＊) wo 62 61 佐藤 陸 (ラック ＊ )．３

４．神田 龍二(相模原中等) 64 62 高島 大翔(東海大相模)．４

５．國分 凛 (東海大相模) 池野 叶真(相模原中等)．５

６．工藤 麻惺(小 山) 60 60 ｂｙｅ ( )．６

７．近藤 宏哉(東海大相模) 60 61 佐野 涼雅(Sanyu )．７
２ ４

８．吉良 将義(相模原中等) 63 64 稲垣 雄斗(東海大相模)．８
60

９．黒崎 晴 (東海大相模) 布施 亮汰(東海大相模)．９

10．數田 蒼士(上 溝) 61 60 青島 航将(相模原中等)． 10

11．小田 珀虎(Sanyu ) 60 63 61 61 青木 陽音(相模原南 )． 11

12．織裳 航大(相模原中等 ) 我妻 奏 (東海大相模)． 12

13．齋藤 和輝(東海大相模) 62 61 田中 智也(東海大相模)． 13

コロナ＊・・コロナテニスクラブ相模原 Sanyu･･･Sanyu Tennis ラック＊・・ラック相模原テニスガーデン 相模原中等・・相模原中等教育学校
東海大相模・・東海大学付属相模高等学校中等部 グリーン＊・・相模原グリーンテニスクラブ



女子予選ドロー表 ①～④ブロック

１．池谷茉莉子(東海大相模) 杉山 仁菜(上鶴間)．１
60 def

２．花輪 咲 (東海大相模) 毛 鶴之 (東海大相模)．２
61 60

３．高垣 柚衣(ゼスト＊) 64 ｂｙｅ ( )．３

４．瀬田 茜 (相模原中等) 甫出莉香子(東海大相模)．４

５．安藤 葉月(東海大相模) 65 62 61 大塚柚希菜(コロナ＊)．５
１ ３

６．大塚風奏菜(コロナ＊) 60 陶延 舞衣(キャンプ＊)．６
61 60

７．上江 莉桜(東海大相模) 高野 亜美(東海大相模)．７

８．餅田 愛 (東海大相模) 62 62 金沢 心葉(東海大相模)．８

９．梶原 梗晴(相模原インドア) 63 60 笹野 千尋(相模原中等)．９

１．梅原 南 (sanyu) 芹田 茉優(コロナ＊)．１

wo 61
２． ｂｙｅ ( ) ｂｙｅ ( )．２

60 62
３．伊藤 菜乃(東海大相模) 児玉 爽 (東海大相模)．３

４．尾塚 真子(相模原中等) 江島 紗彩(東海大相模)．４

５．金子 結禾(東海大相模) 61 60 61 63 名畑 紫苑(相模原中等)．５
２ ４

６．白幡菜乃子(相模原中等) 中村 実玖(ゼスト＊)．６
64 61

７．小海 夏鈴(東海大相模) 遠藤 心咲(東海大相模)．７

８．高橋 奏子(東海大相模) 62 63 園田 優愛(東海大相模)．８

９．芹田 莉乃(コロナ＊) 64 前多菜々実(上 溝)．９
61

コロナ＊・・コロナテニスクラブ相模原 ゼスト・・ゼストテニスクラブ キャンプ＊・・・キャンプ座間テニスクラブ

ラック＊・・ラック相模原テニスガーデン 相模原インドア・・・相模原インドアテニススクール sanyu・・・Ｓａｎｙｕ Ｔｅｎｎｉｓｕ

東海大相模・・・東海大学付属相模高等学校中等部 上鶴間・・・上鶴間和中学校 上溝・・・上溝中学校 相模原中等・・・相模原中等教育学校


